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BIRTH:1985.1.30 (34)
PLACE:東京都
SIZE:T160 B90(G) W55 H90 S23.5
BLOOD:A
BLOG:本日の森下悠里 http://ameblo.jp/yuurimorishita/

HOBBY:人間観察料理（中華）
LICENSE:秘書技能検定二級

サービス接遇検定二級
普通自動車免許
パソコン技能検定2種二級
ビジネス実務マナー二級
文書処理能力検定二級
オイルトリートメントのセラピスト
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CAREER:
【映画】

2007 妄想少女オタク系
（ドーガ堂監督：堀禎一）-:千葉由紀役

秘密潜入捜査官ハニー&バニー
（STUDIO SWAN 監督：小林啓一）：バニー役

2008 劇場版カブキングZ （BIF 監督：山本淳一）
ギララの逆襲/洞爺湖サミット危機一発

(松竹監督:河崎実) 
秘密潜入捜査官ワイルドキャッツ

inストリップ ロワイアル（東映ビデオ監督：小林啓一）：バニー役
2009 今日からヒットマン : ちなつ役
女神戦隊ヴィーナスファイブ

（監督：山本俊輔）：三原ヨーコ/レッドヴィーナス役
2010 人生逆転ゲーム : 主演:本城佐紀役
2011 くノ一忍法帖 影ノ月 : 真壁右京役
前橋ヴィジュアル系

（ケイダッシュステージ 監督:大鶴義丹） : キャバクラ嬢のミミ 役
映画版ふたりエッチ
（AMGエンタテインメント 監督:横山一洋）主演:小野田優良役
HOTEL FLOWERS ホテル・フラワーズ
（GPミュージアム） : ヨーコ役

映画版ふたりエッチ セカンド♡キッス

（AMGエンタテインメント）:小野田優良 役

2012 映画版ふたりエッチ トリプル♡ラブ
（AMGエンタテインメント）:小野田優良 役

人生奪回ゲーム : 主演:本城佐紀役
映画版ふたりエッチ ラブ♡フォーエバー

（AMGエンタテインメント）:小野田優良 役
2013 情事（篠原絵里子）

インターミッション（ユウリ）

新大久保物語

2014 ハニー・フラッパーズ（亜里沙）
2015 アイアンガール ULTIMATE WEAPON（ジュリア）[29]

W〜二つの顔を持つ女たち〜（藍染モナ）

【DVDシネマ】
2007 水着スパイ～SPY GIRLS～（オルスタックピクチャーズ）

まいっちんぐマチコ先生 Go!Go! 家庭訪問!!
（ティーエムシー） : 主演・麻衣マチコ役

オーバーヒート輝きの先に（東映）
2008 絶対やせる 電エース宇宙大怪獣ギララ登場!

宇宙怪獣小進撃!（松竹）
まいっちんぐマチコ先生ビバ! モモカちゃん!!
（ティーエムシー） :主演・麻衣マチコ役

2010 人生逆転ゲーム（ジョリーロジャー）主演

【TVドラマ】
2007 EX 「失踪HOLIDAY」

TX 「チョコミミ」 ：ハルナ先生役

2008 CX 「クッキングパパ」：広田けいこ役
フジテレビオンデマンド

「ザ・プロローグぬくみ〜ず7「北京飯店」」

2009 EX 「仮面ライダーW」 ：麻生冬実役

2011 TBS 月曜ゴールデン 「緑川警部 VS 殺人トランプ」：夏八木レナ役
2015 LOVE理論（マユミ役）

2016 重版出来! 第3話（ホステス）

【TV】
テレ朝チャンネル 「愛しのメロンパン」

レギュラー 司会中尾彬 2代目アシスタント役
CX 「志村けんのバカ殿様」 腰元

CX 「志村けんのだいじょうぶだぁ」

CX 「志村軒」レギュラー

NTV 「ウケウリ!!」
秋葉系アイドルチャンネル（BS11）MC

TBS 「サンデー・ジャポン」

NTV 「ぐるぐるナインティナイン」

NTV 「しゃべくり007」

NTV 「有吉反省会」

TBS 「旅ずきんちゃん」

EX 「お試しかっ!」
NTV 「今夜くらべてみました」

CX  「グッキングGP」

TBS 「櫻井有吉アブナイ夜会」
2015 CX  「性格ミエル研究所」

CX  「村上マヨネーズのツッコませて頂きます！」

EX 「日曜ビックバラエティー」

テレ朝「ロンドンハーツ」
CX 「志村軒」

他、多数

【舞台】

2009 MEN&MAN～男たちのSADAME（運命）～

（恵比寿エコー劇場） : 杉谷友里香役
MEN&MAN～男たちの想い～

（恵比寿エコー劇場） :主演杉谷友里香役

2016 DMM.yell presents 舞台「熱いぞ!猫ヶ谷!!」
（品川プリンスホテル クラブeX）-小曽根先生

【MAGAZINE・グラビア】
講談社小学館 集英社 白泉社、学研 徳間書店等
主要出版社のグラビア誌

コミック誌、一般誌の表紙及び巻頭グラビア多数掲載

【写真集】

2007 「秘めごと。」(学研）

2008 「digi+KISHIN MAGAZINE」 （小学館）

「月刊森下悠里」 （新潮社 ）
「ZERO」 （ブックマン社）

「流出」（ワニブックス）

2009  「LOVE DOLL」 （小学館）
「月刊森下悠里Ⅱ」（新潮社）

「クイーンズブレイドTHE LIVE冥土へ誘うものアイリ

森下悠里EDITION」（ホビージャパン）
「森下悠里 グラドール」（学研BOMB）

2012 「月刊NEO 森下悠里」（イーネット・フロンティア撮影：宮澤正明）

～2017.12
ニッポン放送

金曜ブラボー。内「街角ステーション 噂を求めてどこまでも！」

毎週金曜日 16：00～17：30 
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CAREER:

【DVD】
2005  「 @失礼しますVOL.3 森下悠里」

2006  「白昼夢」（ぶんか社）

「非現実派宣言」（ビーエムドットスリー）
「恋愛遊戯」（竹書房）

「ゆーりずミックス」（日本メディアサプライ）

2007  「恋吐息」 （ラインコミュニケーションズ）
「恋愛神話」（竹書房）

「月刊 森下悠里」（イーネット・フロンティア）

「エロカワビキニ vol.1 ～森下悠里・堀井美月・加藤美穂～」（K21）
「YOGA-MAX」（イーネット・フロンティア）

「秘めごと。」（ソニーミュージック）

「仲村悠里&森下みう」(アイアップ) 仲村みう共演

「森下みう&仲村悠里」(アイアップ) 仲村みう共演

2008  「誘惑-Yu-WaKu-」（ラインコミュニケーションズ）

「受諾-Ju-DaKu-」（ラインコミュニケーションズ）
「僕の悠里」 （フォーサイド・ドット・コム）

「DVDをあなたがプロデュース ねぇ、なに着てほしい? ～コスプレ編～」 （ネットプライス）

「 ～僕の恋人編～ 」（ネットプライス） 松金洋子との共演作

「悠里白書」 （イーネット・フロンティア）

「のらねこ 沖縄より愛をこめて」 （東映ビデオ）

「悠里にゃんの恩返し」 （フォーサイド・ドット・コム）
「Pieces BOX」 （ラインコミュニケーションズ）

2009  「おいしいユウリ」 （ラインコミュニケーションズ）

「はたらくユウリ」 （ラインコミュニケーションズ）
「悠里ツアー」 （竹書房）

「悠里の a love marriage」 （東映ビデオ）

「月刊 森下悠里Ⅱ」 (イーネット・フロンティア)

2010  「黒百合」（彩文館）

「愛吐息」 (イーネット・フロンティア）
2011  「ポールダンス」（エアーコントロール）

「秘密小説」（晋遊舎）

「ボクの彼女森下悠里」（エアーコントロール）

「彼女の事情」（トリコ）
2012    「 めまい」（ラインコミュニケーションズ）

「恋愛体質」（ギルド）

2013 「官能小説」(M.B.D. メディアブランド)

「Reborn」(アクアハウス)

「月明かりの情熱」(スパイスビジュアル)

2014 「愛ゆえに」(イーネット・フロンティア)
2016 「ゆーり姉さん」（エアーコントロール）

2017 「貴方のために・・・」（MBDメディアブランド）

「秘密交際」（ギルド）

【その他】

2010 microSD「じぶん撮り！森下悠里」（avex marketing)
世界初のmicroSDをメディアにした自分撮りデジタル写真集とスペシャルムービ-

【WEB】

2013 メンズファッション＋


